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業務仕様書 

 

札幌市経済観光局産業振興部立地促進・ものづくり産業課 

 

１ 業務の名称 

  札幌スタイル認証事業等運営業務 

 

２ 業務の概要 

本業務は、委託者が設置する札幌スタイル・ブランドマネジメント委員会の会議運

営や札幌スタイルプロジェクトチームによる検討会運営のサポートを行うとともに、

札幌スタイル認証事業の運営を行なうものである。 

 

３ 業務の内容 

(1) 札幌スタイル・ブランドマネジメント委員会運営サポート 

受託者は、昨年度の同委員会の活動を踏まえたうえで、委託者と事前協議のうえ

会議への参加・助言、議事録の作成等、委託者が設置する組織の運営に関するサポ

ートを行う。なお、平成 29 年度ブランド・マネジメント委員会議事録については、

委託者より受託者へ提供する。 

会議の主な内容は以下のとおり。 

ア 実施回数 

年４回（各２時間程度）第１回は 4 月 25 日実施。２回目以降の実施日は未定。 

   ※ 平成 29年度開催実績：４月 27日、８月３日、11月 28日、３月９日 

イ 協議内容 

 ・ 札幌スタイルのブランドコントロールに関すること 

・ 札幌スタイルブランドコンセプトに関すること 

・  認証製品増に向けた制度・取組の検証 

 ・ 札幌スタイル認証審査基準の検討 

・ 販路拡大・ブランドプロモーション等に関すること 

(2) 札幌スタイルプロジェクトチームによる検討会運営サポート 

受託者は、札幌スタイル・ブランドマネジメント委員会での意見を踏まえたうえ、

委託者と事前協議のうえ検討会への参加・助言、議事録の作成、運営に関するサポー

トを行う。主な内容は、以下のとおり。 

ア 実施回数 

年３回以上を想定（各２時間程度）実施日は未定。受託者は最低でも３回は参加

すること。 

イ 協議内容 

札幌スタイルブランドコンセプトの定義、表現方法の見直しについて 

(3) 募集パンフレットの企画・制作 

ア 企画 

札幌スタイル・ブランドマネジメント委員会の議論を踏まえ、委託者と協議のうえ

事業周知するパンフレットを企画・製作する。 

なお、以下の内容については必ず掲載すること。 
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【構成内容】 

・事業タイトル 

  ・札幌スタイル認証事業の主旨 

  ・札幌市が提供する支援メニュー（札幌スタイルショップ、ショーケース） 

  ・札幌スタイル機構の取組（公式HPの活用、催事等の企画・出店等） 

 ・申請方法等の概要 

・問合せ先 

イ デザイン 

当該札幌スタイル認証事業の主旨及びブランドイメージを考慮し、札幌スタイルの

魅力が引き立つようなデザインを心がけること。 

ウ 原稿作成 

委託者が提供する資料・写真データ等に基づき、上記ア、イに沿った原稿を作成

すること。 

エ 成果品 

募集パンフレット入稿用データ 

・仕上寸法 Ａ４ 

・ページ数 両面（２ページ） 

・刷り色  ４色カラー 

・ファイル形式 PDFとAdobe Illustrator 

・提出方法 CD-Rに保存し提出すること。 

オ 納品日時 

  平成30年５月31日（木）まで 

カ 納品場所 

  札幌市経済観光局産業振興部立地促進・ものづくり産業課 

（中央区北１条西２丁目） 

キ その他 

・パンフレットの印刷は、委託者が行うこととする。 

・校正は３回以上の校正を行うこと。 

・委託者は受託者に対して必要な資料や写真等について提供する。 

・成果物については本市の広報物として発行することから、本市指定のライラック

マークと登録番号（広報印刷物登録番号）、サッポロスマイルマークを付すること。

必要なデータについては委託者より提供する。 

・終了後、受託者は成果物やデータ等を委託者に対して提出すること。 

(4) 札幌スタイル認証事業運営 

札幌スタイル認証の公募から審査会の運営等にかかる事務について、次のことを

実施する。札幌スタイルの認証については、新規申請、追加申請、更新申請の３区

分があり、それぞれの区分に応じた対応をとること。 

ア 申請書の受理 

提出された申請書を受け取り、受付簿にて整理する。その際、記入漏れや不十

分な箇所等を確認し、適宜、申請者に対して加筆、修正を依頼する。特に、申請
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製品の「札幌らしさ」について、申請者が言語化することを可能な限り補助する

こと。 

なお、新規申請のみ当初提出する申請書のほか、予備審査通過者のみが提出す

る追加申請書がある。 

イ 申請製品の受理・保管 

申請書を受理する際、申請製品２点（パッケージを含む製品、製品本体）を併

せて受理し、破損のないように充分留意して保管すること。万一、保管中に破損

や紛失があった場合には受託者の責任のもと補償すること。 

ウ 審査用申請書綴りの作成 

受付簿、申請書、添付書類を複製した審査用の簿冊を、申請締め切り後、４営

業日以内に 13 冊（受託者使用分 1 冊を含む）を作成し、委託者へ納入すること。 

仕様は以下のとおり。 

・受付簿、申請書：Ａ４判 

・添付書類（製品写真）：Ａ４判 カラー  

申請書類は１件ごとにインデックスを付け、受付簿の順番に並べる。なお、新

規認証申請、追加認証申請、更新認証申請毎に分け、さらに新規認証申請につい

ては推薦による申請、一般の申請に分けて並べること。 

エ 事前審査結果の集約 

審査を円滑に進めるための資料として、審査員からの仮採点済みの事前審査評

価シートを受け取り、結果を集約する。 

集約期限は、審査会の２日前を目途に、委託者と相談のうえ設定する。 

オ 認証審査会の運営 

    次のとおり審査会の運営を行う。 

 ・各日程については、審査員及び委託者と協議の上決定すること。 

・各審査会の前に会場設営を行う。なお、会場は市役所庁舎内を予定している。 

・申請時に預かった製品を審査会場に持参し、受付順に陳列する。 

・審査会の進行をサポートするとともに、審査内容を記録する。 

・審査終了後に、審査のため陳列した製品を持ち帰り保管する。 

・新規認証の本審査当日は、ヒアリング審査も予定されていることから、応募者

の控室にも人を配置し、円滑に審査が進むようにすること。 

 

○各審査会については次のとおり  

(ｱ) 予備審査（新規申請） 

・書類及び製品により審査を行う。申請件数によるが概ね半日程度。 

・予備審査を通過した製品については本審査での質問事項を、落選した製

品については落選理由を整理して記載する。 

(ｲ) 本審査（追加・更新申請） 

・書類及び製品による本審査を実施する。なお日程については、新規申請

とは異なる日程とする。申請件数によるが概ね半日程度。 

・必要に応じて、企業からのヒアリングも実施する。 

・認証する製品については認証理由を、落選した製品については落選理由

を整理して記載する。 

(ｳ) 本審査（新規申請） 

・予備審査を通過した製品を持つ企業からのヒアリング（企業によるＰＲ
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及び審査員との質疑応答）を行い、その後、最終的な合否を審議する。審

査件数によるが概ね１日程度。 

・ヒアリングと最終審査はレイアウトを変えて実施する。 

・認証する製品については認証理由を、落選した製品については落選理由

を整理して記載する。 

・最後に、総評や審査方法等の検証をまとめる。 

カ 議事録及び当落選通知原案の作成 

審査会での議論経過を踏まえて、各審査会終了後３日以内に議事録を作成する。

議事録には、認証応募企業に対する当落選通知の原案として、認証・落選理由を

整理して記載すること。 

キ 審査終了後の審査対象製品の返却 

委託者が各応募者へ審査結果を通知した後２週間以内に、預かっている製品を

送付または各社へ持参により返却すること。 

【参考：応募受理件数】  

 平成 26年度 新規 31社 100製品、追加 5社 8製品、更新 21社 57製品 

 平成 27年度 新規 14社 26製品、追加 4社 5製品、更新 15社 29製品 

 平成 28年度 新規 12社 26製品、追加 2社 4製品、更新 24社 77製品 

 平成 29年度 新規 22社 59製品、追加 5社 19製品、更新 14社 27製品 

※既存認証製品のうち、平成 30 年度の更新対象は 25 社 98 製品となっている。 

 

 【事業スケジュール（予定）】 

・申請要領の公表           ６月中旬 

・募集パンフレット納品・配布開始   ６月中旬 

・申請書・製品受理          ８月上旬～９月上旬 

・申請書綴りの作成          ９月中旬（申請締切の４営業日後まで） 

・予備審査(新規申請)仮採点の集約   ９月下旬 

・予備審査(新規申請)         ９月下旬 

・予備審査議事録作成         ９月下旬（審査の３営業日後まで） 

・予備審査通過分の追加申請書受理   10月上旬（新規予備審査通過者のみ） 

・上記、追加申請書綴りの作成     10月中旬（締切の３営業日後まで） 

・追加・更新本審査 仮採点結果の集約 10月中旬（追加・更新審査分） 

・本審査(追加・更新申請)       10月下旬 

・追加・更新審査議事録作成      10月下旬（審査の３営業日後まで） 

・本審査 仮採点結果の集約      11月上旬（新規本審査分） 

・本審査（新規申請）         11月上旬 

・本審査議事録作成          11月上旬（審査の３営業日後まで） 

・申請製品返送            11月中旬 

 

(5) 報告書の作成 

業務報告書Ａ４版１部、その電子データ一式をワードもしくはエクセルデータ及

び PDFデータとして CD-Rで提出すること。 

 

４ 業務の期間 

   契約の日から平成 31年３月 29日（金）まで 
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５ 納入及び検査場所 

  札幌市経済観光局産業振興部立地促進・ものづくり産業課 

 

６ 特記事項 

(1) 本業務の実施にあたっては、委託者と連絡を密にして作業を実施し、疑義が生じ

た場合には、委託者と協議のうえ、その指示に従うこと。 

(2) 受託者は関係法令を遵守し、誠実に業務の遂行に当たること。 

(3) 受託者は、業務を通じて知りえた個人情報を、本業務の履行期間および履行後に

おいて第三者に漏らしてはならない。 

(4) 本仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者が協議のうえ決定するこ

と。 

(5) 成果物及び構成素材に含まれる第三者の著作権その他の権利についての交渉・処

理は、受託者が納品前に処理を行うこととし、その経費には委託費に含まれること

とする。 

(6) 本業務により生じた成果物の著作権やデータ等は委託者に帰属する。 


